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９月の行事予定
９月３日（木）

嘉麻商工会議所正副会頭会議

令和 2 年度

14:00

「会員の皆様からのご意見でもっと・もっと
嘉麻商工会議所は進化して行きます!」

当所

通常議員総会のご報告

毎年 6 月末に開催される通常議員総会ですが、今年は新型コロナの拡大防止により、書面によ
る開催となりました。議員定数 38 名（欠員 3 名）中、30 名の議員の皆様から書面議決書の提出
を頂きました。結果は以下の通り。
・第 1 号議案 令和元年度事業報告書承認の件（賛成 30・反対 0）
・第 2 号議案 令和元年度一般会計・小規模特別会計・労働保険特別会計収支決算書並びに
財産目録、貸借対照表承認の件（賛成 30・反対 0）
・第 3 号議案 議員就任（案）承認の件（賛成 30・反対 0）
常議員 3 名（大塚秀樹氏・溝口誠氏・内田康弘氏）の辞任を受け（株）アリヨシ【有吉三郎氏】、
マツオ印刷（株）
【松尾亮氏】、常盤館【松岡浩司氏】が常議員に推薦され、先の常議員会で承認
されました。これに伴い議員 3 名のうち今回、大田プロパン【大田一行氏】、（株）OST メンテナ
ンス【大里明弘氏】2 名を議員に推薦し、承認されたものです。

「山田ブギウギまつり」の開催中止について
昨年 12 月、上山田商店街において開催の「山田ブギウギまつり」を今年度も開催する予定で
したが、新型コロナウィルス感染症拡大により、中止することと致しました。来年度の開催に向
けて前回以上に皆様方に喜んで頂ける企画運営に取り組んで参ります。

※ 新規会員さんをご紹介下さい！！ （随時募集しております）
当所では、小規模事業者の為に、金融・税務・経理・労働･経営･法規･取引・
その他の相談を受付けております。お気軽にご相談下さい。
◆ 問い合わせ先：☏ 0948-52-0855
FAX 0948-52-0856
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全国商工会議所ＬＯＢＯ（2020 年月分）調査結果
全国の概況 ＤＩ＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
業況ＤＩは、持ち直しの動きも、依然厳しい状況先行きも感染拡大の警戒感強く慎重な見方続く
● 全産業合計の業況ＤＩ▲59.3（前月比＋3.5 ポイント）。経済活動の再開に伴い、客足が戻り始めた小売業
や、公共工事の発注が再開した建設業に下支えされ、持ち直しに向けた動きが見られる。一方、新型コロ
ナウィルスの感染が東京などの都市部を中心に拡大傾向にあることから、観光関連では依然として低調な
動きが続く。製造業でも、一部で生産が再開されつつあるものの、過剰在庫の状況から脱しておらず、弱
さが残る。また、各地で発生した豪雨災害による生産・物流の停滞や、日照不足による野菜の高騰などの
下押し圧力もあって、中小企業の景況感は、厳しい状況に変わりはなく、回復力に力強さを欠く。

業 種 別 の 動 向
建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス
業

新型コロナウィルスの影響により中断していた公共工事の発注再開に加え、集中豪雨の復旧工
事などで動きがみられるものの、消費者マインド低迷が続く中、低調な新築・リフォームなど
の住宅関連が下押しし、ほぼ横ばい。・「緊急事態宣言の解除以降、元請け会社からの建築工事
の発注が順次再開され、足元では、ほぼ例年並みの水準に持ち直している。今後、自治体が予
算措置した公共工事が動き始めるため、期待したい（建築工事業）・「住宅をはじめとした民間
工事の動きが鈍い中、足元では堅調な公共工事についても、今後の自治体の予算が新型コロナ
ウィルス対策に多く割かれることで、規模の縮小や延期・中止にならないか不安」
（一般工事業）

堅調な内食需要に加え、飲食業向けも持ち直しつつある食料品製造業が下支えし、改善。また、
一部の自動車関連では、工場が再開しつつある中、新型車投入効果、中国向け輸出の持ち直し
による生産増を指摘する声も聞かれた。ただし、依然として取引先の過剰在庫により受注が低
迷している企業も多く、回復に向けた動きはまだら模様となっている。
「新型コロナウィルスの
影響により休業していた取引先の工場が再開。人気車種の投入効果などから、増産体制にシフ
トしている」（自動車部品製造業）「新型コロナウィルスの影響が長期化している。特に、例年
であれば夏は観光イベント、お祭りなどによる需要増があるものの、消費者の外出自粛やお祭
りの中止などが相次ぎ、引き合いがない」
（紙加工品製造業）

新型コロナウィルスの影響により、宿泊業向けの需要が低迷しているものの、小売業向けの引
き合いが堅調な食料・飲料品や農畜水産品などが下支えし、改善。ただし、長雨による日照不
足から、加工食品を扱う業種などからは、野菜価格が高騰し、収益を圧迫しているとの声も聞
かれた。・「新型コロナウィルスの影響はかなり改善してきているが、日照不足による野菜の生
育不良から価格が高騰しており、収益を圧迫している」
（食料品卸売業）
・
「足元では売上は堅調
なものの、東京を中心に新型コロナウィルスの感染者が増えていることもあり、影響の長期化
が懸念される。新しい生活様式への対応に向け、在宅勤務の制度化など、社内体制の見直しを
図りたい」
（電気機械器具卸売業）

引き続き堅調な内食需要に下支えされた食料品のほか、在宅時間の増加や特別定額給付金の効
果を背景に、家具・家電をはじめとする住まい関連、趣味・娯楽品などの売上も伸び、改善。
一方、感染拡大防止のため、夏のセールの見直しや広告の自粛など、販促活動の制約を指摘す
る声も聞かれた。・「客足は徐々に戻ってきているが、感染拡大防止のため、例年行ってきた夏
のセールや折込チラシなどの販促策が再開できず、苦慮している」（百貨店）
・「特別定額給付金
の効果や在宅時間の増加による家具の新調・買い替えニーズなどもあり、売上は前年度並みを
維持している。ただし、８月以降も新型コロナウィルスの感染が拡大するようであれば、政策
効果の剥落もあって、業況は厳しくなると懸念している（家具小売業）

東京をはじめ新型コロナウィルスの感染が拡大しつつある中、消費者の間で遠出を敬遠する動
きや予約キャンセルなどが生じており、依然として弱い動きが続くものの、個人客を中心に客
足が戻りつつある飲食業が下支えしたほか、一部の自治体における県内旅行喚起策の効果によ
り、売上が伸びた宿泊業なども全体を押し上げ、改善。・「個人客が増えてきているが、首都圏
で新型コロナウィルスの感染が拡大しているため、最近では予約キャンセルも発生している」
（飲食業）・「新型コロナウィルスの影響により観光需要の低迷が続き、経営は厳しい。今後、
県が独自に講じた県内旅行の補助事業や政府によるＧｏＴｏトラベルキャンペーンを期待した
い」
（旅行業）
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国・県・市のコロナウィルス関連給付金等サポート状況（8 月末現在）
当商工会議所を通して、給付金を申請された事業所は 61 件（国 38 件・県 17 件・市 6 件）
本人による申請を含めると 78 件に上ります。
県・市への申請は既に終了しておりますが、コロナウィルス感染症の影響で前年同月比の
月間売上が 50％以上減少している事業者は国への給付金申請が可能です。
※ 締切：令和 3 年 1 月 15 日（金）
※ 詳しくは、商工会議所までお問い合わせください。☏ 52-0855

コロナ禍でも地域で嬉しいニュースが
市内飲食店
応援プロジェクト
嘉麻市が取り組む同プロジェクトに参加する
市内飲食店のために無料でチラシを作製された
マツオ印刷（株）。
8 月 5 日西日本新聞朝刊の筑豊版に大きく取
り上げられました。
松尾亮社長は
「こんな時期だからこそ、デザインの力で地元
を後押ししたい」
「コロナの影響で困っている人は多い。力を合
わせて頑張りたい」と話されていました。

嘉麻ゲンキハナビ
8 月 15 日（土）午後 8 時から約 4 分間、大法白馬山の上空に 75 発の大輪の花火が打ち上
げられました。これは、コロナ禍で各地のイベント中止が余儀なくされ、山田地区において
も祇園祭中止が発表された 7 月上旬、企画会社から持ち込まれた「Be the light」―今、私
たちにできることーと題したキャンペーン。 大塚精肉店代表の大塚智和さんが、『嘉麻発
のゲンキハナビで、ゲンキとユーキを
多くの方と分かち合いたい』と思い立
ち、当商工会議所に相談がありました。
規模が大きくなると様々な規制が
かかるとの事で、今回は大塚さんの
寄付による会議所主催で開催。
チラシ 1,000 枚配布、インスタ・
フェイスブック・ライン等 SNS を駆
使して情報発信を行った結果、多く
の方がご覧になり、大きな反響を頂
きました。大塚さん！
ありがとうございました<m(__)m>

